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序 文 

 

宮城県には、現在約5,600カ所の遺跡の存在が知られています。これらの遺跡には、旧

石器時代以来各時代にわたって築かれた祖先の歴史が刻み込まれています。このような

かけがえのない文化遺産を後世に伝えることは、私達にとって重要を責務であると考え

ます｡ 

近年の文化財を取り巻く状況をみますと、従来の経済優先に対する反省から、物資の

みならず精神的・文化的な面を大切にしようとする価値観の転換がなされつつあるのは、

すでに私達の知るところであります。こうした時代の趨勢にあって、文化財や歴史的環

境を保存し、地域づくりの一環として積極的に整備活用してゆこうとする気運が徐々に

高まる傾向にあることは、文化財保護思想のより一層の普及・啓蒙につながるものであ

り、まさに歓迎すべきことといえましょう｡ 

しかし、一方では絶えることのない開発事業により、遺跡の多くは依然として破壊・

消滅の危機にさらされているのが実情です。こうしたなかにあって、当教育委員会では

遺跡の所在等について関係者への周知を図るとともに、協議調整を重ね、可能な限りの

保存に努めているところであります｡ 

本書は、仙塩道路建設工事に伴って実施した「山王遺跡」多賀前地区の発掘調査成果

をまとめたものです。これらの成果が広く活用され、地域の歴史の解明に資するところ

となれば大きな喜びであります｡ 

最後に、遺跡の保存に御理解を示され、調査に際しては多大なるこ協力をいただいた

関係機関の方々、さらに実際に調査にあたられた皆様に対し、厚く御礼申し上げる次第

であります｡ 

 

平成8年3月 

宮城県教育委員会教育長 

鈴 鴨 清 美 

 



例 言 

 

1. 本書は建設省東北地方建設局仙台工事事務所が担当する仙塩道路建設工事に伴う山王遺跡の発掘

調査のうち、平成4～6年度に調査した多賀前地区の調査成果をまとめたものである。仙塩道路建設

関係遺跡発掘調査報告書の第3分冊（『山王遺跡Ⅲ－多賀前地区遺物編』）にあたる｡ 

2. 発掘調査および整理・報告書の作成に際しては、次の方々および機関から指導、助言を賜った。

（五十音順、以下敬称略）。 

相沢清利､相原嘉之､阿部義平､石川俊英､石本 敬､井上和人､井上喜久男､今泉隆雄､今尾文昭､ 

上村憲章､字野隆夫､近江俊秀､岡田茂弘､岡田文男､岡村道雄､小川淳一､小野正敏､金子浩昌､  

金子裕之､亀井明徳､菊池 豊､久世康博､近藤 修､狭川真一､佐川正敏､佐藤和彦､茂原信生､  

進藤秋輝､杉山 洋､鈴木拓也､関口廣次､高倉敏明､高野芳弘､高橋照彦､滝口 卓､田中壽夫､  

田中 琢､千葉孝弥､辻誠一郎､手塚 均､樋泉岳二､百々幸雄､内藤俊彦､仲田茂司､中村 敦､  

永嶋正春､永田信一､楢崎彰一､西中川 駿､西本豊弘､丹羽 茂､日野尚志､平川 南､日永伊久男､ 

古川雅清､前川 要､松井 章､松本秀明､真鍋篤行､百瀬正恒､柳沢和明､山中 章､山中敏史､  

山村信榮､山本信夫､和田 萃､渡辺 誠 

東北歴史資料館、宮城県多賀城跡調査研究所、多賀城市埋蔵文化財調査センター 

3. 本書中の遺物の実測・トレースは以下の者が行った。 

土器：伊藤 裕、佐藤憲幸､高橋栄一､吉野 武､菊地逸夫､八嶋伸明､星 清､佐藤貴志､阿部幸子､ 

大森かけひ､勝山美佐子､菊地大介､小泉博明､佐久間広恵､佐藤悦子､佐藤由美子､庄子善昭､ 

菅原敏子､菅原友子､千葉栄子､蜂谷由美子､村田亜弓､森 幸子､渡辺清史 

瓦・硯・骨角製品：菅原弘樹、大沼美代子 

木製品：古川一明､ 

金属・土・石・ガラス製品：山田晃弘 

木簡・漆紙文書：吉野 武 

4. 本書の執筆は、調査担当者との協議の後に以下のような分担で行い、佐藤が編集した｡ 

第Ⅰ・Ⅱ章1、第Ⅲ章1－Ａ－（1）～（3）・Ｂ…………佐藤 

第Ⅰ章2、第Ⅱ章3、第Ⅲ章6～9……………山田 

第Ⅱ章2、第Ⅲ章4－Ａ…………古川 

第Ⅲ章1－Ａ－（4）（5）……………伊藤 

第Ⅲ章1－Ａ－（6）、5、12………………吉野 

第Ⅲ章1－Ａ－（7）………………高橋 

第Ⅲ章2、3、10、11……………菅原 

5. 第Ⅲ章 4 の「Ｂ 宮城県多賀城市山王遺跡多賀前地区出土木材の樹種」については、東北大学理

学部の鈴木三男氏、東京学芸大学教育学部の松葉礼子氏に執筆をお願いした。



6. 仙塩道路建設に伴う本遺跡の調査成果については、これまでに調査概報および報告書などでその

内容の一部を報告しているが、これと本書の記載内容が異なる場合は、本書がこれらに優先する｡ 

7. 遺構の種別については次の略号を使用して区別した｡ 

掘立柱建物跡（ＳＢ）、竪穴住居跡・竪穴遺構（ＳＩ）、井戸跡（ＳＥ）、土壙（ＳＫ）、 

材木塀跡・柱列・杭列（ＳＡ）、溝跡・河川跡（ＳＤ）、小溝状遺構群・水田跡（ＳＦ）、 

道路跡・土器埋設遺構・整地層・その他性格不明の遺構（ＳＸ） 

8. 遺物の記述や遺物実測図の掲載は、原則として遺構番号順に行っている｡ 

9. 土師器については成形にロクロを使用したものを“ロクロ調整”、ロクロを使用しないものを“非

ロクロ調整”と呼ぶこととした｡ 

10. 発掘調査の記録や整理した資料・出土遺物は宮城県教育委員会が保管している。 
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第1次調査 後藤秀一、菅原弘樹、岩見和泰、高橋栄一、吾妻俊典、金子勇一 
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第Ⅰ章 縄文・弥生時代の遺物 

 

1 土器（第1図） 

平安時代の河川であるＳＤ2000 河川跡の堆積土からは、図示したような縄文後期後葉（1）～晩期

（2～6）にかけての土器片が出土している。主に口縁部や体部の小破片であり、全体の器形を知り得

るものはない｡ 

1～4は深鉢と考えられる。1は体部破片で2条の平行沈線がめぐり、それぞれに瘤状小突起が貼付

されている。2～4は頚部が「く」の字状に屈曲し、口縁部や肩部には主に沈線による施文が施されて

いる。内外面の調整はミガキ調整である。2は短い平行縁で、肩部外面に2条の沈線がめぐっている。

3は平行縁で、外面は口縁部に3条、肩部に1条、内面には口縁部上端に1条の沈線がめぐっている。

4は小波状縁で、頚部外面に1条の沈線がめぐっており、体部には斜行縄文（ＬＲ）が施されている。 

5 は口縁部でやや外反する、小波状縁の鉢である。外面には5 条の平行沈線が認められ、沈線の一

部を上・下から押圧した｢π字文｣が施文されている。口縁部内面にも1条の沈線がめぐる。内外面の

調整はミガキ調整である｡ 

6は高坏で口縁部が外傾して突起がつくものである。頚部はくびれ、体部上半（肩部）は内湾する。

文様帯は肩部にあり外面には3条の平行沈線が認められる。破片のため詳細は不明であるが、粘土粒

が付されており「工字文」が施文されていたものと考えられる。内面にも沈線が1条みられる。突起

は口縁部と直交し、頂部から口縁端部には沈線がめぐっている。内外面の調整は丁寧なミガキ調整で

ある｡ 

 

2 石器（第2図） 

①石包丁（1・2） 

4 点出土したが、内2点は接合して完形品となる。いずれも粘板岩製である。1は 17.2×5cm の大

形品で、刃部は直線刃で背は弱く外湾する。使用光沢は、刃縁より3㎜ほど内にはいった部分から器

体の中程までに観察され、刃部の研ぎ直しがなされたことがわかる。2 は刃部破片で、他の1 点は背

部破片である｡ 
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②敲石（3～5） 

砂岩製が4点、安山岩が1点ある｡ 

③その他の石器 

石鏃2点、磨製石斧1点、石匙1点、スクレイパー数点がある｡ 
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第Ⅱ章 古墳時代の遺物 

 

1 土器（第3～5図） 

ＳＤ4060 河川跡やＳＦ3124 水田跡を中心に図示したような土器が出土している。これらの土器の

特徴は東北地方南部の土師器編年に当てはめると古墳時代前期の塩釜式期に比定される(氏家：1957)。

この「塩釜式」土器については丹羽氏による区分（丹羽：1985）を軸に様々な細分が試みられている

（次山：1992、辻：1993･1994）が、これらの編年案と本遺跡出土土器を対比すると、概ね共通してそ

の後半段階に位置づけられるものである。以下、それぞれの土器の特徴について説明する｡ 

 

[ＳＤ4060河川跡出土土器]（第3図） 

図示したものは16点あり、鉢・高坏・甕・台付甕・壺からなる｡ 

1～5は鉢で、1が口径7.8cm、器高6.0cm、2が口径5.5cm、器高3.4cmミニチュア品である。底部

から内湾気味に立ち上がり、口縁部にいたる。2には外面に軽い段が付く。調整は1が外面ハケメ後、

ナデ調整、内面ヘラナデ後ナデ調整で口縁部内外面には更にヨコナデ調整が施されている。2 は外面

が口縁部軽いヘラケズリ後、指によるオサエ、体部はナデ後、ハケメ調整で、内面はナデ調整である。

3は口径12.9cm、器高7.4cmである。体部が半球状で上位に張りがあり、頚部から外反して立ち上が

り、口縁部にいたる。底部は平底である。調整は口縁部が内外面ハケメ後、ヨコナデ調整、体部は外

面がハケメ後、ヘラミガキ調整、内面はヘラナデ調整である。4 は小型丸底鉢で口縁上半を欠損して

いる。体部は半球状で、頚部からやや内湾気味に立ち上がっている。調整は体部内面はナデ調整、そ

れ以外はハケメ後、ヘラミガキ調整である。5 は口径 9.7cm で底部と口縁端部を欠損する。体部はや

や偏平な球状で頚部から外反して立ち上がり、口縁部で直立する。調整は口縁部が内外面ヨコナデ調

整、体部は内外面ヘラミガキ調整である｡ 

6は高坏で坏部は殆ど欠損している。器壁が薄手で脚部は裾広がりの円錐台状で3個の円窓がある。

調整は脚部外面がヘラミガキ調整、内面はハケメ調整である。 

7・11・12は甕である。7は口径11.1cm、器高15.8cmの小形の甕で頚部から緩やかなカーブを描き

ながら外反して立ち上がり、口縁部にいたる。体部の張りは弱く、ややなで肩の器形である。調整は

口縁部がハケメ調整で外面には更にヨコナデ調整が施される。体部は外面ハケメ後、ヘラミガキ調整、

内面はナデ後、ヘラミガキ調整である。11・12 は口径 17.6・18.5cm の甕でともに体部下半を欠損し

ている。頚部は「く」の字状に屈曲し、口縁部にかけて外反しながら立ち上がっている。調整は口縁

部がハケメ後、ヨコナデ調整、体部は外面がハケメ調整で、11には更にヘラケズリ調整が施されてい

る。内面は11がヘラナデ調整、12がハケメ調整である｡ 

8～10 は台付甕である。8 は台部のみが残存する。器壁が厚手で直線的に「八」の字状に開いてい

る。調整は外面ハケメ後、ナデ調整、内面はハケメ後、ヘラナデ調整である。9は有段口縁で口径13.5cm、

器高17.1cmである。体部は張りが弱く、頚部から口縁部にかけて緩く外傾する。台部は直線的に「八」

の字状に開いている。調整は口縁部外面軽いヨコナデおよび指によるオサエ、内面ハケメ調

 3



整で、体・台部は内外面ハケメ調整で体部外面には更にヘラケズリ調整が施されている。10 は口径

16.9cm、器高23cm以上で単純口縁である。体部はほぼ球形で中央に張りがあり、頚部は「く」の字状

に屈曲し、口縁部にかけてほぼ直線的に外傾している。台部は内湾して開いている。調整は口縁部が

ハケメ後、ヨコナデ調整、体・台部は外面がヘラケズリ後、ハケメ調整、内面はヘラナデ調整である。 

13～16は壺で13･15 が単純口縁、14･16 が有段口縁である。13･14 は体部を殆ど欠損しており、口

径10.2･15.0cmで、頚部は「く」の字状に屈曲し、口縁部にかけて直線的に外傾して立ち上がってい

る。調整は口縁部が13 がナデ後、ヘラミガキ調整で、14 はハケメ後、ヘラミガキ調整である。体部

は13･14の内外面ともハケメ後､ヘラミガキ調整である。15は口径9.2cm、器高11.6cm(いずれも推定)

の小形壷である。口縁部はやや長く、頚部で「く」の字状に屈曲し、口縁部にかけて直線的に外傾し

て立ち上がっている。体部はほぼ球形で中央に張りがあり、底部は平底である。調整はヘラミガキ調

整で、口縁部には更にヨコナデ調整が施されている。16は口径19.2cm、体部幅32.4cmで体部下半を

欠く。頚部は「く」の字状に屈曲し、口縁部にかけて外反して立ち上がっている。調整は口縁部がハ

ケメ後、ヘラミガキ調整で口縁端部には更にヨコナデ調整が施されている。体部は外面がハケメ後、

ヘラミガキ調整、内面がヘラナデ調整である｡ 

 

[ＳＤ3124水田跡出土土器]（第4図） 

図示したものは3点ある｡ 

1 は口径 17.6cm、器高 19.1cm の甕である。頚部は「く」の字状にやや弱く屈曲し、口縁部にかけ

て外反しながら立ち上がっている。体部は球形で、最大径は体部下半にありやや下膨れの器形である。

調整は口縁部が外面ハケメ後、ヨコナデ調整、内面ヘラケズリ後、ヨコナデ調整で、体部は外面ハケ

メ調整、内面ヘラナデ調整である｡ 

2は長い単純口縁の小形壺で口径は13.6㎝である。体部は欠損している。調整は内外面ともヨコナ

デ後、ヘラミガキ調整である｡ 

3 は口径 14.6cm、器高 27.8cm の単純口縁の壺である。頚部は「く」の字状に屈曲し、口縁部にか

けて外反しながら立ち上がっている｡ 

体部はほぼ球形で中央よりやや下位が張り出している。調整は口縁部が外面ハケメ・ヨコナデ後、ヘ

ラミガキ調整、内面ハケメ後、ヨコナデ調整で、体部は外面ハケメ・ヘラケズリ後、粗いヘラミガキ

調整、内面ハケメ後、ヘラケズリ・ヘラナデ調整である｡ 

 

[その他の遺構および遺構外出土土器]（第5図） 

平安時代の遺構や遺構検出面から出土したもので、多くはＳＦ3124水田跡に伴うものであったと考

えられる。図示したものは7点ある｡ 

1・2は器台で受け部と脚部の間に貫通孔がある。1は口径8.8cm、器高7.6㎝で、器壁は薄手であ

る。受け部は内湾気味に立ち上がり、口縁部にいたる。脚部は裾広がりの円錐台状で3個の円窓があ

る。調整は外面が受け部・脚部とも内外面ヘラケズリ・ヨコナデ後、ヘラミガキ調整、内面は受け 
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部がヨコナデ後、ヘラミガキ調整、脚部はハケメ・ナデ後、ヨコナデ調整である。2は口径9.8cm、器

高10.1cmで器壁は厚手である。受け部は直線的に外傾して立ち上がり、口縁部にいたる。脚部も直線

的に「八」の字状にひらく。調整は内外面ともナデ後、ハケメ調整である｡ 

3・4 は鉢である。3 は小型丸底鉢で体部が半球形で、頚部は内湾気味に立ち上がっている。4 は体

部が半球状で、頚部から口縁部にかけて短く直立している。調整は3が口縁部内外面ハケメ後、ナデ

調整、体部は外面がヘラケズリ調整で、頚部付近には更にヘラミガキ調整が施されている。内面はナ

デ調整である。4 は口縁部内外面ヨコナデ調整、体部は外面がハケメ・ヘラミガキ後、ヘラケズリ調

整、内面はナデ調整である｡ 

5～7 は壺である。5 は体部がやや偏平な球形で、最大幅 12.3cm である。口縁部を欠損している。

調整は外面が底部から体部下端ヘラケズリ後、ヘラミガキ調整、内面はハケメ後、ヘラナデ調整であ

る。6は単純口縁の壺で体部を欠損している。口径14.6cm、調整は内外面ハケメ後、ヨコナデ調整で

外面には更にヘラミガキ調整が施されている。7は口縁部上半を欠くものの器高30cm以上で複合口縁

の大形壺である。体部は球形で、中央よりやや下半に最大径がくる。頚部は「く」の字状に屈曲し、

口縁部にかけて外傾している。調整は内外面ヘラミガキ調整で、外面の口縁部付近にはハケメ調整も

認められる｡ 
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2 木製品（第7図） 

ＳＤ4060河川跡から出土した木製品や流木は、古墳時代前期の土師器とともに出土している。他の

時期の遺物を含まないことから時期的に古墳時代前期のものとすることができる。 

この河川跡の流路や方向は調査区が狭いため明確にできないが、河川跡の南側には同時期の水田跡

ＳＦ3214 が広域に広がっていることが確認されている。当該期の集落跡は未だ発見されていないが、

この調査区周辺に同時期の集落跡が所在する可能性は高く、発見された木製品や流木類はそうした集

落跡から流出もしくは廃棄された遺物と推定される｡ 

製品としては膝柄二股鍬、竪杵、不明品の3点がある。 

(287)は膝柄二股鍬である。膝柄着柄用の軸部は断面がカマボコ形で長さ 14cm、端部よりに結縛の

ためのえぐりが入っている。軸部と鍬の身の境にはわずかな段の肩が付く。横断面形をみると、使用

者側は平滑に仕上げられているが、その裏側は丸みがある。縦断面形は刃先が使用者側の方に緩やか

に反っている。また、身が二股に分かれる位置の外側辺部に小さな切り欠きがみられる。これに類似

した膝柄二股鍬は仙台市中在家南遺跡や千葉国府関遺跡などで出土している（1992 荒井）。 

(288)は竪杵である。握り部に特殊な加工は認められず単純な円柱状をなしている。先端の一方は

使用による摩耗がみられ丸みを帯びているが、他端はそれがなく平坦である。 

(289)は樹皮の残る芯持ち材で、両端が粗い加工によって円錐状となっている。半分に割れた状態

で、割裂面には加工の痕跡はない。 

この他、加工の痕跡がみられる材が11点あり､その中には杭、建築材とみられるものも含まれてい

るがいずれも残存状態が悪く断定はできなかった。これら加工材の樹種はヤナギ属が1点、カエデ属

が3点で、他にアカマツ、クマシデ属、トネリコ属、ニレ属が各1点ある。流木で樹種同定をおこな

ったのは7点で、カエデ、ヤナギ属が各2点、オニグルミ、ミズキ、コナラ属コナラ節が各1点ある。 

 

3 石製品（第6図） 

①石製模造品 

粘板岩製の勾玉形の石製模造品である｡ 

南1西2区のＳＤ1111上の基本層位Ⅲａ層から出土している。 
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第Ⅲ章 奈良・平安時代の遺物 

1 土器類（第13～114図） 

Ａ 概要 

土器類は出土遺物の中で最も出土量が多く、土師器、須恵器、赤焼土器、緑・灰釉陶器、貿易陶磁

器、製塩土器などがある。量的には土師器が最も多く、次に須恵器、赤焼土器の順となり他は少量で

ある。なお、出土量や土器組成の割合など統計的な傾向は主に底部破片数を用いて集計している｡ 

土器類は調査区全域から出土しているが、その中でも東西大路・西2道路跡（18％）、北1西3区

(24％)、南1西2区(28％)、ＳＤ2000河川跡(10％)からの出土が多く、全体の80％を占めている。出

土量には事前調査面積の大小や、遺構数とその種類などが影響するが、調査区全域で水田跡や畑跡が

検出されている南3区以南は別として南2西1区は調査面積が北1西3区、南1西2区とさほど違い

がないにもかかわらず出土量は少ない(第1表)。遺構数が少ないこともあるが、南1西2区ではＳＸ

2121 整地層上面に堆積した基本層位Ⅲａ層のような古代の旧表土やこれらを掘り込んでつくられた

ＳＤ1020溝跡から区全体の約60％の土器が出土しており、南2西1区にはこのような遺物を多量に含

む堆積層が残存していなかったことも出土量が少ないことの一因となっているといえよう｡ 

また、土器類の中には器面に文字や記号、人面等が書かれた墨書・ヘラ書・線刻土器も認められる。

破片数にして合計2103点出土しており、これらは土師器や須恵器に書かれたものが多く、赤焼土器や

灰釉陶器に書かれたものも少量認められる。その他には土師器や須恵器の内面に漆が付着したものが

出土している｡ 

以下、それぞれについて概要を説明する｡ 
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（1）土師器 

土師器には坏・高台坏・双耳坏・埦・高台埦・高台皿・高坏・蓋・耳皿・鉢・双耳鉢・長頚瓶・短

頚壺・甕・甑・羽釜・三足土器がある。坏類が最も多く、他は小量である（第1表）。 

図示したものは749点あり､中でも坏が526点と最も多い｡その他の内訳は高台坏21点､双耳坏1点、

埦19点、高台埦11点、高台皿19点、高坏1点､蓋2点､耳皿3点､鉢13点､双耳鉢1点、瓶・壷6点

（長頚瓶2点・短頚壺1点・不明3点）、甕120点､甑2点､羽釜1点､三足土器3点である。坏には非

ロクロ調整（Ａ類）とロクロ調整のもの（Ｂ類）があり、後者が圧倒的に多い。Ａ類には体部外面に

段や沈線を有するもの（Ⅰ類）と無段のもの（Ⅱ類）とがある。Ｂ類は底部から直線的に立ち上がる

もの（Ⅰ類）と、内湾気味に立ち上がるもの（Ⅱ類）とがあり、体部や口縁部の形態によって更にⅠ

類はａ・ｂ、Ⅱ類はａ～ｅの計7つに細分される(註1)。Ⅱ類が多く、中でも底部から内湾気味に立ち

上がり、体部から口縁部にかけて直線的に外傾するⅡａ類が、器形を知り得るものの中では全体の約

43％を占めている。口径は13.6～14.6cmのものが多い。底部の切り離しおよび調整は回転糸切り無調

整のものが58％と主体を占め、他には手持ちヘラケズリ調整が32％、回転ヘラケズリ調整が8％、ヘ

ラ切り無調整が 2％含まれている。また、静止糸切り技法で切り離されたものも極少量ではあるが認

められる。甕にも非ロクロ調整(Ａ類)とロクロ調整（Ｂ類）のものがある。器形は長胴形（Ⅰ）、そ

れよりやや寸胴形のもの(Ⅱ)、球胴形（Ⅲ）とがあり、特にＢⅡ類は法量によりａ～ｃに細分される

（註2）。体部外面の器面調整はＡ類がハケメやヘラケズリ調整、Ｂ類はヘラケズリ調整が多い｡ 

 

（2）須恵器 

須恵器には坏・高台坏・埦・高台埦・高台皿・高台盤・高坏・蓋・短頚壺・長頚壷・横瓶・鉢・甕

がある。土師器と同様に坏類が最も多く、他は小量である 

図示したものは534点あり、内訳は坏401点､高台坏21点、埦7点、高台埦8点､高台皿1点､高台

盤2点､高坏1点､蓋20点､瓶・壺53点（短頚壺3点、長頚瓶17点､横瓶1点､不明32点）、鉢3点、

甕17点である｡ 

坏は土師器坏Ｂ類と同様にⅠａ･Ⅰｂ､Ⅱａ～Ⅱｅの計7つに細分される（註1）。Ⅰ類が多く、中で

も底部から口縁部にかけて直線的に外傾して立ち上がるⅠａ類が全体の約70％を占めている。口径は

13.6～14.6cmのものが多い。底部の切り離しおよび調整はヘラ切り無調整のものが50％と主体を占め、

他には回転糸切り無調整34％、手持ちヘラケズリ調整が12％、回転ヘラケズリ調整が4％含まれてい

る。また、土師器と同様に静止糸切り技法で切り離されたものも極少量ではあるが認められ、その多

くは手持ちヘラケズリ調整が施されている。また、極小量であるが内面を平滑に仕上げられているも

のがありコテ状工具の痕跡を残すものも見られる。甕は口縁部から頚部にかけての破片が多く、全体

の器形を知り得るものは少ない。頚部が長く外反するもので、口径25cm 前後のものと、45cm 前後の

ものとがあり、後者には櫛描波状文が描かれているものもある。 
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（3）赤焼土器 

赤焼土器には坏・高台坏・高台埦・皿・高台皿・三尺皿・台付鉢がある。坏類が最も多く、他は小

量である 

図示したものは272点あり､中でも坏が201点と最も多い｡その他の内訳は高台坏23点､高台埦2点､

皿18点、高台皿21点、三足皿2点、台付鉢5点である｡ 

坏は口径 12cm 未満のＡ類と、12cm 以上のＢ類とに分けられ、更に器形により土師器坏Ｂ類と同様

のⅠａ･Ⅰｂ、Ⅱａ～Ⅱｅの計 7 つに細分される(註1)。Ⅱ類が多く、中でも底部から内湾気味に立ち

上がり、体部から口縁部にかけて直線的に外傾するⅡａ類が、図示したものの中では全体の約39％を

占めている。坏Ｂ類の口径は13.0～14.0cmのものが多く、土師器や須恵器と比べてやや小さめのもの

が主体である。底部の切り離しおよび調整は殆ど回転糸切り無調整で手持ちヘラケズリ調整が施され

るものも極少量認められる。内面は平滑に仕上げられているものが多く、中にはコテ状工具の痕跡を

残すものもある｡ 

 

註 1 ａ：体部から口縁部にかけて直線的に外傾するもの。 

ｂ：体部は直線的に外傾し、口縁部で外反するもの。 

ｃ：体部から口縁部にかけて外反するもの。 

ｄ：体部から口縁部にかけて内湾するもの。 

ｅ：体部は内湾し、口縁部で外反、あるいは外側に屈曲して外傾するもの。 

註 2 ａ：口径 13cm 以下の小形品。 ｂ：口径 14～18cm の中形品。 ｃ：口径 19～23cm の大形品。 

 

施釉陶器・貿易陶磁 

遺構堆積土や基本層位から1,539 片の緑釉・灰釉陶器と貿易陶磁が出土した。内訳は緑釉陶器313

片、灰釉陶器1194片、貿易陶磁32片である（第2・3表）｡ 

施釉陶器は胎土・色調・底部の形態などの特徴によって複数の産地の製品に識別される。緑釉陶器

は東海地方の猿投、尾北または美濃、近畿地方の洛北、洛西、近江の各窯の製品と考えられ、灰釉陶

器は東海地方の猿投窯と東濃窯の製品である。貿易陶磁には青磁、白磁、黄釉がある｡ 

その他の陶磁器類としては、12世紀代の白磁碗または皿と明代の染付皿の破片が各1点と表土など

から出土した近世以降の国産陶磁器がある。国産のものには肥前産の染付磁器（17～18世紀代）が多

く、他に唐津、大堀相馬などの陶器が少数ある｡ 

 

（4）施釉陶器 

量的な主体は黒笹14 号および 90 号窯式の灰釉陶器で､緑釉陶器の約5 倍の出土量となっている。

縁釉陶器では洛北産、猿投産が主体である。器種組成は緑釉が埦・皿・稜埦・輪花埦・手付瓶・段皿・

耳皿・水注・唾壺(？)、灰釉が埦・皿・段皿・耳皿・長頸瓶・手付瓶・短頸壷・双耳壷・蓋・三足盤

又は皿である。いずれも埦・皿が主体で、それ以外の器種は非常に少ない｡ 

遺構出土破片の集計によると、出土量・出土率ともに南1西2区と北1西3区が多く、この2地区 
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が施釉陶器の分布の中心と見られる（第2・3表、第9・10図）。 

 

①緑釉陶器 

ａ 東海地方の製品 

[猿投産と考えられるもの] 

118 片出土しており、埦・稜埦・輪花埦・皿・段皿・稜皿・耳・三足盤・手付瓶などがある。埦皿

類の高台は貼り付けの輪高台で、いわゆる角高台である｡ 

全面に施釉されており釉調は淡～濃緑色・オリーブ灰色・鈍い橙色などを基調とする。光沢のある

ものとないものがみられる。胎土は灰色で硬質緻密な須恵器質のものと、灰白色・灰黄色で須恵器質

ではないやや軟質なものがある。二次焼成は三叉トチンを用いて重ね焼きしており、底部にトチン痕

の残るものがある。器面調整は口縁上部がナデ、以下体部の内外面とも丁寧なヘラミガキを行い、底

部の切り離し痕もナデ消されるものが多い｡ 

[尾北窯あるいは美濃窯の製品と考えられるもの] 

2 片出土しており、いずれも椀である。釉調は淡緑～濃緑で、胎土は緻密な須恵器質である。貼り

付けの輪高台で、高脚のものと、下端が外方に張り出す低いものとがある。調整はロクロナデとミガ

キである｡ 

ｂ 畿内地方の製品 

[洛北産と考えられるもの] 

157片出土しており､埦・皿・段皿・耳皿・盤・瓶・水注・唾壷・手付瓶などがある。埦皿類は削り

出しの円盤高台と蛇の目高台が主体である｡ 

全面に施釉されており釉調は淡黄色・浅黄色などの淡色が多く、緑色系はわずかである。釉に光沢

はない。胎土は軟質で灰白～淡黄色を呈する。二次焼成時の重ね焼きの痕跡が残るものはないが、生

産地での出土例から直接重ね焼きと考えられる。器面調整は丁寧でナデ、ミガキが加えられ、底部外

面もナデ調整されている。 

埦・皿は口縁の外反の程度がやや弱い、口縁が直線的に関く埦の内面上端に凹線が横走して弱い段

を持つ等の特徴がみられ、体下部の張りも東海産に比べ弱い｡ 

[洛西産と考えられるもの] 

28片出土しており、埦・皿・稜埦または稜皿がある。削り出しの円盤高台・蛇の目高台・輪高台だ

が、輪高台は少ない。全面に施釉されており釉調は浅黄・オリーブ灰などの淡色と暗緑色系で、光沢

のあるものはほとんどない。胎土は灰色・灰白色の硬質な須恵器質である。二次焼成時にはトチンを

使用せず、直接重ね焼きされている。器面調整はナデ、ミガキであるが、体部外面上部以下のミガキ

が省略されたものが多い。高台裏のナデも簡略化され、削り痕が残るものがある｡ 

埦の器形には口縁部が外反するものと直線的に開くものがあり、体下部の張りは弱い｡ 

[近江産と考えられるもの] 

2片出土しており、埦または皿（埦皿類と略す）である。釉調は淡緑色で高台裏は無釉、胎土は緻 
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密な灰色硬質の須恵器質である。下端が強く外方に張り出す貼り付け輪高台を持ち、二次焼成時のト

チン痕が内面底部に認められる。器面調整は不明だが高台裏は糸切り無調整となっている｡ 

その他に美濃または近江産と考えられる体部破片が6 片（2 個分）ある。釉調は濃緑、胎土は硬質

緻密な灰色の須恵器質か赤褐色軟質で、ミガキ調整は行われない｡ 

②灰釉陶器 

[猿投産と考えられるもの] 

1194 片出土している。黒笹 14 号窯式と黒笹 90 号窯式だが､いずれとも決めがたい破片が多い(Ｋ

14/90 号窯式と略す｡以下同じ)。埦・皿・段皿・耳皿・手付瓶・長頚瓶・短頚壷・平瓶・蓋などの器

種があって、釉調はオリーブ灰～淡緑色を基調とするが､やや白濁したものもある。施釉の範囲は内面

全体、体部の両面、高台･高台裏をのぞく全面などで、無釉のものは少ない。胎土は灰白色の須恵器質

で、調整はロクロナデと回転ヘラケズリである｡ 

埦・皿は貼り付けの輪高台で、いわゆる角高台と三日月高台がある。二次焼成は三叉トチンを使用

して重ね焼きされたものと、トチンを使わず直接重ね焼きされたものがある。直接重ね焼きされたも

のには、底部内面にリング状の痕跡が残るものが多い｡ 

埦の器形には体下部に張りがあって口縁端部が外反するもの、体下部が張らずに立ち上がり口縁端

部が直線的に開くもの、厚手で小振りなもの、体部の張りが弱いもの、薄手なものがある。皿の器形

には体上部で屈曲したのち口縁部が外反しつつ開くものと、体下部から直線的に開くものがある。段

皿は内面有段の広縁と内外面有段となる狭縁の2種類である｡ 

[東農産と考えられるもの] 

89片出土しており、埦・皿・耳皿・手付瓶・長頚瓶・平瓶がある。釉調は淡緑色・透明に近いもの・

白濁したものがあり、刷毛塗りで薄く施釉されるが粗雑でムラが多い。高台部と内面底部は無釉で、

体部は内面又は両面に施釉される。胎土は黄色味をおびた灰白色できわめて硬質緻密である（註1）｡ 

埦皿の高台は貼り付けの輪高台で、いわゆる三日月高台だが、耳皿は無高台で糸切り無調整である。

二次焼成は直接重ね焼きされ、その痕跡が内面底部に残っている｡ 

埦、皿とも薄手につくられており、体部の張りが弱く口縁端部が外反する器形である。器面調整は

猿投窯のものと同様である｡ 

 

（5）貿易陶磁 

出土した32片の内訳は青磁6片､黄釉褐彩4片､白磁22片である。以下にそれぞれの特徴をあげる

(後藤秀一1993)。 

①青 磁 

碗2個体分、合子蓋と思われるもの2個体分がある。胎土は緻密で暗灰色～青灰色を呈し、釉調は

若草色である。南1西2区東西大路Ｆ,Ｇ期路面からも碗の体部破片が出土している。合子蓋と思われ

る破片は南1西2区ＳＫ1202と北1西3区基本層3層から出土している｡ 
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②白 磁 

11 片 10 個体分が遺構からの出土である。北1西 3区ＳＫ541 から碗と皿の破片がまとまって出土

しているほか､同区のＳＫ504､南1西2区のＳＫ5､東西大路Ｆ期南側溝1層､西1道路路面堆積土1層､

同Ｆ期東側溝､南1道路Ｇ期北側溝1層などから出土している｡ 

碗は9個体分あり、口縁は玉縁と直口がある。胎土は緻密硬質で白色～灰白色を呈し、釉調はやや

青みのある乳白色を呈するものとやや黄色味のある乳白色を呈するものがある。 

皿は直口口縁で、体下部で屈曲する器形と推定される。胎土は緻密で灰白色を呈し、釉調は乳白色

である。底部破片は玉壁高台で高台畳付と底部外面が無釉となる。これらの胎土は純白で、釉調はや

や黄色味を帯びたものと純白に近いものとがある｡ 

③黄 釉 

黄釉褐彩貼花文水注1個体分の、把手を含む体部破片が南1西2区ＳＢ2035柱穴抜き取り穴とＳＫ

1010ほかから4片出土している。胎土は緻密で赤褐色の微粒子を含む灰白色である。外面には化粧土

が塗られ、耳部から貼花文の部分にかけて鉄釉が施される。把手下端の肩部には葡萄文のメダリオン

が貼付されている。薬師寺西僧房跡出土品に類例がある（土橋理子：1993）。 

 

註 1：割れ口の断面は滑らかで砂粒等は認められず、猿投窯製品の胎土と比較してきわめて精良である 

 

〈引用・参考文献〉 

後藤秀一 1994 ｢東北地方における初期貿易陶磁の出土状況｣『貿易陶磁研究』Ｎo.14 

土橋理子 1993 ｢日本出土の古代中国陶磁｣『貿易陶磁』橿原考古学研究所附属博物館編 
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（6）漆付着土器 

漆の付着した土器は小片を含め458点出土した。うち底部資料は156点である。漆の多くは土器の

内面に付着するが､外面や両面､土器の割れ口に付着するものも一部みられる。内面に付着するものは

全体に広がるものが多いが、外面に付着するものは器面の一部の付着にすぎない場合が多い。漆は褐

色を呈し厚さがやや厚く一部にひだ状の皺のよるものと、暗赤褐色を呈しかなり薄い皮膜状のものと

がある。前者は生漆、後者は精製後の漆とみられるが、後者については肉眼観察では断言できない（註

1）。なお、後者のなかには土器内面に縞上に漆が付着するものもみられた｡ 

第4表は地区ごとに添付着土器の数・器種・器形を集計したもの､第11図は添付着土器及び漆塗り

関連遺物（刷毛、こし布、漆紙文書）の分布状況を示したものである。全体的な分布をみると添付着

土器が多いのは東西大路に面した南1西2区、北1西3区であり、各点164点､143点が出土している。

次に多いのが東西大路の73点である。以上の3地区で380点､全体の83.0％に及ぶ漆付着土器が出土

している。他の地区では河川跡でも38点にすぎず他は15点以下である。漆付着土器は東西大路に面

した南1西2区､北1西3区を中心に東西大路も含めた部分に分布が多いといえる。次に第11図から

南1西2区､北1西3区における分布状況をみると､南1西2区では中央部に多い。しかし､やや多数を

出土した基本層位Ⅲａ層･ＳＤ1020でも出土数はともに破片で20点を超す程度にすぎず、遺構的な集

中は特にみられない。漆付着土器は中央部に広く分布しているといえる。北1西3区ではＳＤ553以

北に多く分布している。この区でも集中して出土した遺構は特にないが､ＳＫＫ836近辺やＳＥ502近

辺などにやや集中的な分布がみられる。ＳＫ836 近辺では漆付着土器だけでなく漆紙文書もＳＫ836･

ＳＫ952から計5点出土している｡ 

漆の付着した土器の器種は土師器が309点(67.5％)､須恵器が146点(31.9％)であり､他はほとんど

ない。器形は坏293点(64.0％)、高台付坏3点(0.7％)、甕141点(30.8％)、その他21点(4.6％)で､

坏類が過半数を占めるが甕の比率も高めである。このうち土師器坏はロクロ調整のものが圧倒的に多

く、底部資料83点の切離しや再調整の有無をみると切離し後再調整の施されるものが41点と主体を

占める。須恵器坏は底部資料 42 点のうちヘラ切り無調整のものが 29 点と主体を占める。一方､甕は

141 点のうち 106 点が土師器甕であるが､胴部の小片が多いことと漆の付着のため作成時のロクロ使

用･未使用を判別できたものは42点にすぎない。内訳はロクロ調整のもの26､非ロクロ調整のもの16

である。以上のようなあり方からみて､漆は9世紀前半の土師器･須恵器坏､土師器甕に多く付着してい

るといえる｡ 

 

註 1 国立歴史民俗博物館の永島正春氏のご教示による｡ 
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（7）製塩土器（第114図） 

製塩土器は、東西大路に面する区画を中心とした遺構から、整理用コンテナで約4箱分出土した(第

25表)。発掘調査で製塩遺構は検出されていないことと､土器が製塩作業に使用された痕跡をもつこと

から、これらの製塩土器は使用後に運び込まれたものといえる｡ 

製塩土器は、すべて火熱を受けたため小さい破片となっており、全体の形を知り得るものはない。 

すべての土器の胎土に粒径 1～2 ㎜の砂粒が含まれる。また籾殻が含まれるものがあり、底部や体

部の外面に籾痕が残るものも認められる(写真図版40－30･31)。色調は二次火熱のため赤褐色を呈し、

内・外面とも剥落している破片が多く、特に外面の剥落が激しい。成形はすべて粘土紐の輪積みによ

るもので、粘土紐の幅は確認できたもので1～2cmである。器面調整は、内面はナデ・ヨコナデにより

丁寧に仕上げている。外面は粗雑で、指オサエの後軽くナデられる程度で、粘土の積み上げ痕を明瞭

に残しているものもある。また体部下端でヨコナデが施されるものも認められる｡ 

口縁部破片は15点確認された(第114図1～7､17～22)。口縁端部はナデられて平坦になっているも

のが多い｡また口縁部の傾きはほぼ直立するものと､外傾するものがあり､前者が多い｡器厚は 0.8～

1.5cmある｡ 

底部破片は61点確認された(第114図8～16､23～51)。底部と体部の器厚は0.8～1.8cmと幅がある

が、両者の器厚を比べると、底部が体部よりも厚いもの、体部が底部よりも厚いもの、底部と体部が

ほぼ同じ厚さのものが認められる。概して底部が1cm以下の薄手、体部が1cm以上の厚手になるもの

が多く、体部が底部よりも厚いものが主体となる。また体部下端に粘土を貼り付けて、厚くしている

ものも認められる。底部から体部への立ち上がりは、ほぼ直立するものもしくはわずかに外傾するも

のが多数をしめ、鋭く立ち上がるものとやや丸みをもって立ち上がるものが認められる。数点のみで

はあるが、内傾するもの、外反するものも認められる｡ 

底部から口縁部まで復元されたものはなく、器高は不明であるが、底径は復元できたもので約27cm

である。口径は、口縁部・底部ともほぼ直立するものが多いことから、底径と同じかやや大きいもの

と予測され、器形はバケツ形もしくはタライ形と考えられる｡ 

また支脚が1点出土している。径9.4cmの円筒形のもので、透かし孔が穿たれている。器面の状況

が製塩土器と同様に二次火熱を受け剥落している。これは鳴瀬町江の浜貝塚出土の支脚と器形が類似

している（伊東：1957）｡ 

製塩土器を出土した遺構の年代は、共伴する土器などから9世紀から10世紀にわたる。9世紀代の

遺構出土は少なく、10世紀になると遺構数、出土量とも飛躍的に増加する｡ 

10世紀代の遺構でまとまって出土しているものとしては､ＳＥ502井戸跡、ＳＩ552竪穴遺構、ＳＤ

1020Ｃ溝跡､ＳＸ30Ⅰ東側溝などで、ＳＩ552以外は灰白色火山灰降下後である。このうち多量に出土

したＳＥ502出土の製塩土器の特徴をまとめると､ 

①口縁部は端部が平坦になるものが多く、ほぼ直立するものと外傾するものがみられる｡ 

②底部は、器高が底部より体部が厚く、ほぼ直立するものが主体をなしている｡ 

となる。なお、ＳＥ502出土の製塩土器は共伴する土器から10世紀中葉から後半に位置付けられる｡ 
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10 世紀前半に位置付けられる他の遺構出土の製塩土器と比較すると､ＳＥ502 出土の製塩土器の特

徴とほぼ同様な特徴をもつ。また出土量は少ないが､9世紀代の製塩土器と比較しても大きな差違はみ

られない｡ 

製塩土器は東西大路・西2道路、南1道路・西1道路、北1西3区、南1西2区、河川跡から出土

しており、東西大路・西2道路とそれに面する区画で多く出土している。特に北1西3区からの出土

量が最も多く、全体の約59％を占める（第25表）。 

北1西3区における製塩土器の出土分布状況をみると(第12図)、区画の中央南よりのＳＤ553溝跡

周辺に集中していることがわかる。この部分は本区画の主屋と考えられる建物群の北側にあたる。Ｓ

Ｂ584掘立柱建物跡､ＳＫ541土壙など9世紀後半に位置付けられる遺構からの出土も少量みられるが、

出土量が増加するのは10世紀前半（灰白色火山灰降下前後）からである。10世紀代に塩が消費され、

土器がくりかえし捨てられていたことがわかる。 

また宮城県内における製塩遺跡は松島湾沿岸に9割以上集中しており、多賀前地区出土の製塩土器

は運び込まれたものと考えられる。生産地以外の内陸部では、多賀城周辺から製塩土器が出土してお

り、多賀城城内では大畑地区、城外では本多賀前地区の他に、山王遺跡八幡地区、市川橋遺跡（多賀

城跡第37次調査）などから出土している｡ 

〈引用・参考文献〉 

伊東信雄（1957）：『宮城県史』第 34 巻 

川村正（1992）：『水浜遺跡』七ヶ浜町文化財調査報告書第 8 集 

小井川・村田（1994）：「古代東北地方南部の集落と生業」『北日本の考古学』日本考古学協会編 

白鳥良一（1981）：「第 37 次発掘調査－多賀城跡－」『宮城県多賀城跡調査研究所年報』1980 
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Ｂ 出土状況 

今回の調査で出土した土器の中で、一括性の高い土器群や資料的に比較的まとまった土器が出土し

ている遺構としては以下のようなものがあげられる。竪穴住居跡など土器組成を明確に知り得る遺構

から出土した資料は極少量で、主に井戸跡、土壙、溝跡、河川跡出土のものが主体である｡ 

道 路 跡：ＳＸ10・20Ｂ北西側溝跡、ＳＸ10・20Ｃ北東･北西側溝跡、ＳＸ1300Ｄ南側溝跡、Ｓ

Ｘ1350Ｆ東側溝 

北1西3区：ＳＥ502・892井戸跡、ＳＫ503・507・540・541・551・820・844土壙 

ＳＩ531・579竪穴状遺構 

南1西3区：ＳＤ317溝跡 

南1西2区：ＳＥ50井戸跡、ＳＫ1009・1010・1218・2009・2019土壙、 

ＳＤ1020Ａ・Ｃ・1230・1240溝跡 

南2西1区：ＳＥ1606・3207井戸跡、ＳＡ1609材木塀跡、ＳＤ1602Ｂ・2000河川跡 

これらの内ＳＤ1020Ｃ・1230・1240溝跡には基本層位Ⅱ層に相当する黒～黒褐色土が堆積しており、

この層は前述のように古代の遺構面を覆う層で道路側溝の廃絶後にも認められ、Ⅱ層出土土器は道路

や遺構廃絶時期の下限を示す土器群である。以下、土器の特徴と出土状況を中心に説明する｡ 

 

[道 路 跡] 

・ＳＸ10・20Ｂ北・西側溝出土土器（第15図1～13） 

土師器と須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の84％を占める｡ 

図示したものは13点あり、内訳は土師器坏1点（1）、蓋1点（2）、須恵器坏9点（3～11）、蓋

1点（12）、甕1点（13）である｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類があり、底部ヘラ切り無調整のものが多い。底径／口径比は1：0.49～0.60

（平均 0.55）で、器壁はやや厚手のものが多くみられる。土師器坏で図示したものは1 のみである。

ＢⅡａ類で、底径／口径比は1：0.49である。底部に手持ちヘラケズリ調整が施され、底部内面の調

整は一定方向のヘラミガキ調整である。体部外面には4条の平行沈線が巡っている｡ 

・ＳＸ10・20Ｃ北・東側溝出土土器（第16図1～18） 

土師器と須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の75％を占める｡ 

図示したものは18点あり、内訳は土師器坏1点（1）、甕4点（2～5）、三足土器の脚部1点（17）、

須恵器坏7点（6～12）、高台坏3点（14～16）、壺1点（18）、蓋1点（13）である｡ 

須恵器坏は後述する北・西側溝跡のものとほぼ同様の特徴を有しており、大きな相違は認められな

い。底径／口径比は1：0.49～0.63（平均0.58）である｡ 

土師器坏は図示したものは1点のみであるが破片集計をみると底部に手持ちヘラケズリ調整を施す

ものが多くみられる。4 はＢⅡａ類で二面の人面墨書土器で、底部内側には回転糸切り痕が認められ

る。土師器甕は3・4がＢⅡａ類で、5はＢⅠ類に属する｡ 

・ＳＸ10・20Ｃ北・西側溝出土土器（第17図19～50） 
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土師器と須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の71％を占める｡ 

図示したものは32点あり、内訳は土師器坏8点(19～26)、双耳高台坏1点(27)、甕1点(29)、鉢1

点(28)、須恵器坏16点(30～45)、高台坏2点(46・47)、壷2点(49・50)、蓋1点(48)である｡ 

須恵器坏はⅠａ類を主体にして、他にⅠｂ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅱｄ類がある。底径／口径比は 1：0.47

～0.64（平均0.54）で、器壁は薄手のものが主でＢ溝跡出土のものとの違いが認められる。底部の切

り離し及び調整はヘラ切り無調整や手持ちヘラケズリ調整が施されるものが多い。46の内外両面には

丁寧なヘラミガキ調整が施されている。49は短頚壺で口径9.2cmの小形品である。底部は静止糸切り

によって切り離されている。50の須恵器壺は、胎土や色調から猿投窯の製品と考えられる｡ 

土師器坏はＢⅠａ･ＢⅡａ類があり､底径／口径比は1：0.54～0.58（平均0.56）である。底部や体

部下端に手持ちヘラケズリ調整が施されているものが多く、底部内面の調整は一定方向のヘラミガキ

調整である。27には内外両面ヘラミガキ調整で黒色処理が施されている。土師器甕はＢⅡａ類で、破

片集計をみると非ロクロ調整の甕も多く含まれている。 

土器の他には「弘仁十一年十月□□」と記された木簡が出土している。 

・ＳＸ1300Ｄ南側溝出土土器（第28図3～16） 

堆積土をみると灰白色火山灰粒が溝の底面に認められ、遺物はこの上から出土している｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなり、坏類では土師器が45％、赤焼土器が46％を占める。 

図示したものは14点あり、内訳は土師器坏2点（3･4）、高台埦1点（5）、甕1点（8）、須恵器

坏2点（6･7）、赤焼土器坏5点（9～13）、高台坏2点（14･15）、灰釉陶器埦1点（16）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ･ＢⅡｅ類がある。ともに底部を回転糸切りによって切り離しているがＢⅡａ類

の3には更に底部周縁に指によるオサエの痕跡が認められる。底径／口径比は3が1：0.39、4が1：

0.46である。土師器高台は口径14.8cm、高さ5.7cmで高さ約0.5cmの低い高台が付く。底部内面の調

整は放射状ヘラミガキ調整である。土師器甕はＢⅠ類で外面にヘラケズリ調整が施される｡ 

須恵器坏はⅠａ･Ⅱａ類の底部回転糸切り無調整のもので底径／口径比は6が1：0.45､7が1：0.37

である。7の胎土は微細で、色調は灰白色を呈し、軟質である。内外面に黒斑が認められる｡ 

赤焼土器坏は、ＡⅠａ・ＡⅡａ・ＡⅡｄ・ＢⅡａ類の底部回転糸切り無調整のものでＡ類が主体を

占める。底径／口径比はＡ類が1：0.40～0.44(平均0.42)、Ｂ類は12が1：0.37である。内面はすべ

て平滑に仕上げられている。胎土には砂粒を余り含まない緻密なものが多い｡ 

・ＳＸ1350Ｆ東側溝出土土器（第31図1～16） 

西2道路のうち最も新しい側溝で土器様相はＳＸ1300Ｆ北・南側溝、ＳＸ1250Ｆ東側溝、ＳＸ1350

Ｆ東側溝ともほぼ同様である。また道路廃絶後に覆われる基本層位Ⅱ層出土土器との間に土器の特徴

などに大きな違いは認められず、道路廃絶後比較的短期間のうちに基本層位Ⅱ層が堆積したものと考

えられる｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなる。 

図示したものは16点あり、内訳は土師器坏2点（1・2）、高台埦3点（3～5）、須恵器坏1点（6）、

赤焼土器坏5点（10・13～16）、皿2点（8・9）、高台皿1点（7）である。 
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土師器坏は1がＢⅠａ類、2がＢⅡａ類に属し、底径／口径比はそれぞれ1：0.49、1：0.38である。

底部の切り離しおよび調整は破片集計をみると回転糸切り無調整が主体である。底部内面の調整は放

射状のヘラミガキ調整である。高台は口径12.4cmの小振りなもので、内外面にヘラミガキ調整と黒色

処理が施されており、高さ0.5cm以下の低い高台が付く。 

赤焼土器坏はＡⅡａ・ＢⅠａ・ＢⅡａ類があり、底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径

比はＡ類の10が1：0.39､13が1：0.38で､Ｂ類は1：0.35～0.43(平均0.39)である。11の高台坏は

高台部を残すのみであるが底面には菊花状調整痕が認められる。皿・高台皿はすべてＡ類で、Ⅰ・Ⅱ

類の両方がある。坏・皿ともに内面は平滑に仕上げられており、胎土は砂粒を余り含まず緻密である。 

 

[北1西3区] 

・ＳＥ502井戸跡出土土器（第4図①‐1～14） 

ＳＥ502 は井戸枠を抜取られ、その後人為的に埋め戻された井戸跡で、灰白色火山灰降下以降の溝

跡であるＳＤ553Ｉなどを壊して構築されている｡ 

土師器、須恵器、赤焼土器からなり、坏類では土師器が全体の42％を占める｡ 

図示したものは14点あり、内訳は土師器坏2点（1・2）、高台坏1点（4）、高台埦2点（5・6）、

高台皿1点（3）、須恵器坏3点（7～9）、赤焼土器坏3点（11～13）、皿2点（10・14）で、14以

外はすべて抜取り穴堆積土から出土したものである｡ 

土師器坏はＢⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.40である。高台は5・

6とも内外面にヘラミガキ調整が施されており、高さ0.5cm程の低い高台が付く｡ 

須恵器坏はⅡａ・Ⅱｄ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は 1：0.38～0.44（平均

0.41）である。赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、色調は灰白色を呈し軟質である。7

や9の内外面には黒斑が認められる。胎土は7・9は緻密で、8は1㎜程の砂粒を少量含んでいる｡ 

赤焼土器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ類、皿はＡⅡ類とＢⅠ類があり、すべて底部回転糸切り無調整のもの

で内面は平滑に仕上げられている。底径／口径比は坏が1：0.28～0.37(平均0.33)、皿はＡⅡ類の10

が1：0.33、ＢⅠ類の14が1：0.38で、胎土は10は緻密で、14は砂粒を多く含んでいる｡ 

・ＳＥ892井戸跡出土土器（第44図①‐1～11） 

ＳＥ892 は井戸枠を抜取られ、人為的に埋め戻された井戸跡で、その後ＳＢ859 掘立柱建物跡が建

てられている。遺物は掘り方埋土と抜取り穴堆積土中から出土しているが、土器の特徴などに大きな

相違は認められず、井戸構築後比較的短期間で廃絶したものと考えられる｡ 

土師器、須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の65％を占める｡ 

図示したものは11点あり、内訳は土師器坏1点（9）、須恵器坏7点（1～5・10・11）、高台坏1

点（6）・蓋1点（7）・壺1点（8）で、1～8が抜取り穴、9～11が掘り方埋土出土のものである｡ 

須恵器坏はＢⅠａ類の底部ヘラ切り無調整のもので底径／口径比は1：0.54～0.61(平均0.57)であ

る｡ 
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土師器はＢⅡａ類で、底部から体部下端にかけて手持ちヘラケズリ調整が施されている。底径／口

径比は1：0.45である｡図示したものは9のみであるが､底部破片集計をみるとＡⅡ類も含まれている。 

・ＳＩ531竪穴遺構出土土器（第45図1～11） 

ＳＩ531 は床面の上に植物遺体が認められる遺構である。廃絶後の堆積土は5 層に細分される自然

堆積土で、第2層は灰白色火山灰の一次堆積層である。遺物の多くはこの灰白色火山灰層より下の第

3～6層から出土したもので、第1層出土のものは7の土師器甕を除き殆どが小破片である。掘り方埋

土や床面および植物遺体層からの出土は少ない｡ 

土師器、須恵器、赤焼土器があり、部類では土師器が3～6層出土土器の72％を占める。 

図示したものは11点あり、7以外はすべて3～6層から出土したものである。内訳は土師器坏6点

（1～6）、耳皿1点（8）、甕1点（7）、須恵器坏2点（9・10）、赤焼土器坏1点（11）で、 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ類の底部回転糸切り無調整のもので底径／口径比は 1：0.37～0.43（平

均 0.41）である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整で、中にはの幅広のものもみられる。7

は土師器甕でＡⅠ類に属する。体部外面はヘラケズリ、内面はヘラナデが施されている。口縁部の調

整はヨコナデである。8 の耳皿は内面調整がヘラミガキ・黒色処理で外面にも粗いヘラミガキ調整が

施されている｡ 

須恵器坏はⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.42～0.44（平均0.43）

である。これらは赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、胎土は緻密で、色調は灰白色を

呈し軟質である。内外面には黒斑が認められる｡ 

赤焼土器はＢⅡｄ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径比は1：0.35で内面を平滑

に仕上げられている。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものである｡ 

・ＳＩ579竪穴遺構出土土器（第47・48図1～38） 

ＳＩ579は床面の上に植物遺体が認められる遺構である。廃絶後の堆積土は14層に細分され、第1

～3 層には灰白色火山灰ブロックが認められる。遺物の多くはこの廃絶後の堆積土から出土したもの

で、掘り方埋土や床面および植物遺体層からの出土は少ない｡ 

土師器・須恵器、赤焼土器、灰・緑釉陶器からなる。これらの遺物は各層から出土しているが、全

体の約80％以上を占める土師器坏でみれば各層間で土器の特徴などに大きな違いは認められず、ある

程度短期間のうちに堆積したものと考えられる。 

図示したものは38点あり、内訳は土師器坏23点（1～20･36～38）、甕2点（21･22）、須恵器坏5

点（23～27）、壺3点（28･29･35）、赤焼土器坏2点（30･31）、灰釉陶器埦1点（32）、緑釉陶器埦

1点（33）、稜埦（陰刻花文）1点（34）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径比は 1：

0.32～0.50（平均0.43）である。底部内面の調整は殆ど放射状のヘラミガキ調整で幅広のものもみら

れる。21・22はロクロ調整の土師器甕でＢⅡａ類に属し、口径は21が12.0cm､22は13.2cmと小形で

ある｡ 

須恵器坏はⅡａ・Ⅱｂ・Ⅱｄ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.41～0.47(平 
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均0.44)である。27を除き赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、胎土は緻密で、色調は

灰白色を呈し軟質である。23や25には黒斑が認められる｡ 

赤焼土器は 31 がＢⅡａ類、30 がＡⅡａ類で前者には底部から体部下端にかけて手持ちヘラケズリ

調整が施されている。30 については確認面出土のもので本遺構に伴う遺物かどうかは明確ではない。

底径／口径比は31が1：0.41､23が1：0.44である。これらはどちらも内面を平滑に仕上げられてお

り､29 にはコテ状工具の痕跡が明瞭に認められる。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものである。灰

釉・緑釉陶器はいずれも猿投産である｡ 

・ＳＫ503土壙出土土器（第49・50図1～57） 

ＳＫ503 は自然堆積土の中に灰白色火山灰ブロックが含まれる土壙で、赤焼土器や土師器の坏を中

心に多量の土器が重なり合った状態で出土した、いわゆる土器溜である｡ 

土師器、須恵器、赤焼土器からなる｡ 

図示したものは57点あり、内訳は土師器坏10点(1～10)、高台坏1点(11)、須恵器坏5点(12～16)、

壺1点(17)、赤焼土器坏38点（18～55）、三足皿2点(56･57)で、割合は土師器19％、須恵器11％、

赤焼土器70％である。赤焼土器三足皿を除き、その殆どは2分の1以上残存しており、完形や完形に

近いものも35点ある。出土土器は底部破片では総数にして120点を数えるが、図示しなかったものの

多くは堆積土中に混入した小破片である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｃ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径

比は1：0.36～0.42(平均0.40)である。底部内面の調整は殆ど放射状のヘラミガキ調整である｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ・Ⅱｅ類の底部回転糸切り無調整のもので、底後／口径比は1：0.37～0.46(平

均0.41)である。13を除き、赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、胎土は緻密なものと

砂粒を少量含むものとがある。軟質で、色調はすべて灰白色を呈する。また、すべてに黒斑が認めら

れる。17の須恵器長頚壺は口径10.8cm、高さ24.6cmで、色調は褐灰色を呈している。外面調整はロ

クロナデの後回転ヘラケズリ調整が施されている。高さ0.5cm程の低い高台が付き、底面には菊花状

の調整痕を残し、「－」のヘラ書きもみられる｡ 

赤焼土器坏はすべてＢ類で、器形はⅠａ・Ⅰｂ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅱｄ・Ⅱｅ類があり多様である。口

径は13～14cm台のものが主であるが、55・56のように17cm以上の19.6cm大形のものもあり、底径

／口径比は1：0.31～0.46(平均0.39)である。すべて底部回転糸切り無調整で、24･32･49を除き内面

を平滑に仕上げられており、中にはコテ状工具の痕跡を残すものもみられる。胎土は砂粒を少量含む

ものが多いが、それらを殆ど含まない緻密なものもある。56・57は口径19.6･19.0cmの三足皿で、高

さは56が5.5cm、外面にはヘラケズリ調整が施されている。脚部は2.5cm程で皿部に径約1cmの円形

の穴をあけて差込み、皿の内外両面からのナデツケによって接合されている｡ 

・ＳＫ507土壙出土土器（第52図1～27） 

ＳＫ507 は自然堆積土の中に灰白色火山灰粒が含まれる土壙で､土師器や赤焼土器の坏を中心に多

量の土器が重なり合った状態で出土した、いわゆる土器溜である｡ 

土師器、須恵器、赤焼土器からなる｡ 
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図示したものは27点あり、内訳は土師器坏16点(1～16)、耳皿1点(17)、須恵器坏3点(18～20)、

赤焼土器坏7点(21～27)で、割合は土師器63％、須恵器11％、赤焼土器26％である。これらのほと

んどは2分の1以上残存しており、完形や完形に近いものも11点ある。出土した土器は底部破片では

総数にして62点を数えるが、図示しなかったものの多くは堆積土中に混入した小破片である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ類で底部回転糸切り無調整のものである。口径は14cm

前後のものが主であるが15・16のように17cm 以上の大形のものもあり、底径／口径比は1：0.35～

0.43（平均0.39）である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整である｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は 1：0.37～0.40（平均

0.38）である。赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、胎土は緻密で、色調はすべて灰白

色を呈し、軟質である｡ 

赤焼土器はすべてＢ類でⅠａ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅱｅ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／

口径比は1：0.30～0.42(平均0.36)である。これらはすべて内面を平滑に仕上げられており、中には

コテ状工具の痕跡を残すものもみられる。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものである。 

・ＳＫ540土壙出土土器（第54図①‐1～12） 

ＳＫ540 はＳＤ553Ｃ区画施設､ＳＤ763 溝跡よりも新しい土壙である。堆積土は 9 層に細分される

自然堆積土で､第2層には灰白色火山灰ブロックが認められる。遺物は各層から出土しているが、土器

の特徴などに大きな相違は認められない｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなる｡ 

図示したものは12点あり、内訳は土師器坏3点（1～3）、須恵器坏1点（4）、赤焼土器坏8点（5

～12）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径比は1：0.32～0.44

（平均0.39）である。すべて二次加熱の為か、黒色処理が消えかかっている。底部内面の調整は放射

状のヘラミガキ調整で、3は内外面にヘラミガキ調整が施されている。 

須恵器坏はⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.36である。赤焼土器と

同様に内面を平滑に仕上げられており､胎土は緻密で色調は灰白色を呈し、軟質である。内面には黒斑

が認められる｡ 

赤焼土器はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ類があり、9 を除き底部回転糸切り無調整のものである。9 に

は底部に軽い手持ちヘラケズリ調整が施されている。またⅡｂ類の中には5のように器高3cm前後の

やや皿状を呈するものもみられる。底径／口径比は1：0.37～0.49（平均0.41）である。これらのう

ち5・7・10は内面を平滑に仕上げられており、5はコテ状工具の痕跡を残している。胎土は砂粒を余

り含まない緻密なものが多い｡ 

・ＳＫ541土壙出土土器（第55図1～14） 

ＳＫ541はＳＢ756・757掘立柱建物跡より新しい土壙である。堆積土は7層に細分される自然堆積

土で、遺物は主に1～4層から出土している｡ 

土師器、須恵器坏からなり、坏類では土師器が全体の76％を占める｡ 
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図示したものは13点あり、内訳は土師器坏9点(1～9)、甕1点(10)、鉢1点(11)、須恵器坏3点

(12～14)である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ類で底径／口径比は1：0.45～0.56(平均0.48)である。底部の

切り離しおよび調整は破片集計をみると手持ちヘラケズリ調整を施すものと回転糸切り無調整のもの

が多い。1 は静止糸切り後、回転ヘラケズリ調整が施されている。底部内面のヘラミガキ調整は一定

方向のものと放射状のものとがある。土師器甕はＢⅡａ類で、口径11.6cm、高さ8.2cmと小形で、底

部や体部下端には手持ちヘラケズリ調整が施されている。鉢は口径29.0cmで、調整は外面がヘラケズ

リ調整、内面がヘラミガキ後、黒色処理が施されている｡ 

須恵器坏は12・14がⅡａ類､13がⅡｄ類に属し、底径／口径比は1：0.54～0.59(平均0.57)である。

底部の切り離しおよび調整は回転糸切り無調整である｡ 

・ＳＫ551土壙出土土器（第56図1～31） 

ＳＫ551 は自然堆積土の中に灰白色火山灰粒が含まれる土壙で、土師器や赤焼土器の坏を中心に多

量の土器が重なり合った状態で出土した、いわゆる土器溜である｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなる｡ 

図示したものは31点あり、内訳は土師器坏14点（1～14）、須恵器坏3点（15～17）、甕1点（31）、

赤焼土器坏13点（18～30）で、割合は土師器47％、須恵器10％、赤焼土器43％である。31の須恵器

甕を除き、そのほとんどは2分の1以上残存しており、完形や完形に近いものも14点ある。出土した

土器は底部破片では総数にして59 点を数えるが、31 の須恵器甕や図示しなかったものの多くは、堆

積土中に混入した小破片である｡ 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径比は 1：

0.30～0.51(平均0.38)である。底部内面の調整は殆ど放射状のヘラミガキ調整である｡ 

須恵器坏はⅡｂ・Ⅱｅ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は 1：0.32～0.42（平均

0.36）である。赤焼土器と同様に内面を平滑に仕上げられており、胎土は微細で色調はすべて灰白色

を呈し、軟質である。内外面には黒斑が認められる｡ 

赤焼土器はすべてＢ類でⅡａ・Ⅱｂ・Ⅱｃ・Ⅱｅ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／

口径比は1：0.33～0.44(平均0.37)である。これらはすべて内面を平滑に仕上げられており、中には

コテ状工具の痕跡を残すものもある。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものが多いが、砂粒を多く含

むものもみられる(19・20)。また、土師器坏や赤焼土器坏には12・14・30のように口径17cm以上の

大形のものもみられる｡ 

・ＳＫ820土壙出土土器（第59図1～23） 

ＳＫ820は土師器の坏を中心に多量の土器が重なり合った状態で出土した、いわゆる土器溜である。 

土師器と緑釉陶器からなる｡ 

図示したものは23点あり、内訳は土師器坏20点(1～20)、高台皿1点（21）、高台部のみの破片1

点（22）と緑釉陶器輪花埦1点（23）で、土師器が全体の約95％を占める。土師器高台皿を除き、そ

の殆どは2分の1以上残存しており、完形や完形に近いものも6点ある。出土した土器は底部破片で 
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は総数にして110点を数えるが、22や図示しなかったものの多くは堆積土中に混入した小破片である。 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ類の底部回転糸切り無調整のものが主体で、底部や体部下端に

回転ヘラケズリや手持ちヘラケズリ調整が施されたものも少量みられる。底径／口径比は 1：0.37～

0.55（平均0.45）ある。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

緑釉陶器輪花埦は猿投産のものである｡ 

・ＳＫ844土壙出土土器（第61図1～14） 

ＳＫ844はＳＥ864井戸跡などを壊して掘り込まれた土壙で､ＳＢ948掘立柱建物跡に壊されている。

堆積土は2層に細分される自然堆積土で遺物は両層から出土しているが、土器の特徴などに大きな違

いは認められず、体・底部外面に「生」と墨書された同様の土師器坏（1・2）が両層から出土してお

り、ほぼ同時期に堆積したものと考えられる｡ 

土師器と須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の66％を占める｡ 

図示したものは14点あり、内訳は土師器坏4点（1～4）、高台皿1点（5）、甕3点（6～8）、須

恵器坏6点（9～14）である｡ 

須恵器坏はⅠａ類を主体にして、他にⅡａ・Ⅱｂ類があり、底部ヘラ切り無調整のものが多い。底

径／口径比は1：0.42～0.55（平均0.49）である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ類があり、底径／口径比は1：0.39～0.58（平均0.48）である｡ 

底部や体部下端に回転ヘラケズリや手持ちヘラケズリ調整が施されているものが多く、底部内面の調

整は一定方向のヘラミガキ調整が多い。5の土師器高台皿はⅡ類に属し、口径14.4cm・高さ2.1cmで、

0.5cm程の低い高台が付く。7の土師器甕はＢⅠ類で体部外面の調整はヘラケズリ調整、内面は回転ハ

ケメ後、ヘラナデ調整である｡ 

 

[南1西3区] 

・ＳＤ317溝跡出土土器（第66図①‐1～10） 

ＳＤ317 は東西大路南側溝によって壊されている道路構築以前の溝跡である。堆積土は2 層に分け

られる自然堆積土で、遺物は2層底面からまとまって出土したものである｡ 

土師器と須恵器からなり、坏類では土師器が多い｡ 

図示したものは10点あり、その内訳は土師器坏5点（1～5）、2点（6・7）、須恵器坏1点（8）、

高台盤1点（9）、壺1点（10）である｡ 

土師器はすべて非ロクロ調整で、坏は1がⅠ類、2～5がⅡ類に属し、3については口縁部付近に稜

が認められる。調整をみると内面は1～4がヘラミガキ調整後、黒色処理が基本で、2にはヘラミガキ

後ヘラナデ調整もみられる。外面は1が口縁部ヨコナデ、段から下にはヘラケズリ調整が施されてい

る。2～3はヨコナデ・ヘラケズリ後、ヘラミガキ調整が施されており、2の底面付近にはヘラナデ調

整もみられる。4はヨコナデ・ヘラケズリ後、ナデ調整が施されている。5については土器の特徴から

関東の北武蔵型土器と考えられるもので、器壁は薄手で内面はヘラナデ後、ヨコナデ調整が施され黒

色処理はされていない。外面をヘラケズリ後、ヨコナデ調整、色調は暗赤褐色を呈する。埦 
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は底部から口縁部まで内湾して立ち上がっており、6が口径18.4cm、高さ7.6cm、7は口径22.4cm、

高さ12.0cmである。調整は6は内面がヘラミガキ後黒色処理、外面はヨコナデ・ヘラケズリ後、ヘラ

ミガキ調整が施されている。7は内外面ともにヘラミガキ後、黒色処理が施されている。 

須恵器は坏・高台盤・壺が各1点あり、坏はⅠａ類で底部から体部下端にかけて回転ヘラケズリ調

整が施されており､底径／口径比は1：0.60である。高台盤は底部からやや内湾気味に立ち上がってお

り口径16.6cm、高さ3.5cmで約0.5cmの低い高台が付く。壺は頚部から上を欠損しており、詳しい器

形は知り得ないが、やや幅広で径11.6cm、高さ1cm未満の低い高台が付く｡ 

 

[南1西2区] 

・ＳＥ50井戸跡出土土器（第59図③‐1～9） 

ＳＥ50は灰白色火山灰降下後に井戸枠を抜き取られ、廃絶した井戸跡である。遺物は各層から出土

しており、枠内堆積土からの出土遺物は数は少ないものの、残りの良いものが比較的多い。抜取り穴

や掘り方埋土出土の遺物については殆どが小破片である｡ 

土師器、赤焼土器からなり、坏類では土師器が全体の49％を占める｡ 

図示したものは9点あり、内訳は土師器坏5点（1・2・7～9）、高台坏1点（3）、短頚壺1点（6）、

赤焼土器坏2点（4・5）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.37～0.46（平均0.42）

である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整で幅広のものもみられる。抜取り穴出土のもの（1・

2）と枠内堆積土出土のもの（7～9）とがあるが、土器の特徴などに大きな違いは認められない。6の

土師器短頚壺は口径6.8cm、高さ7.8cmで内外面にヘラミガキ後、黒色処理が施されている｡ 

赤焼土器は 4 がＢⅠａ類、5 がＡⅡｂ類で、ともに底部回転糸切り無調整のものである。底径／口

径比は4が1：0.39、5が1：0.43で、内面は、5は平滑に仕上げられているが4には指によるロクロ

ナデの痕跡がそのまま残っている。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものである｡ 

・ＳＫ1010土壙出土土器（第73図③‐1～8） 

ＳＫ1010はＳＫ1009土壙に壊されている土壙である。堆積土は1層で、人為的埋土と考えられる｡ 

土師器、須恵器、赤焼土器からなり、坏類では土師器が全体の82％を占める｡ 

図示したものは8点あり、内訳は土師器坏4点（1～4）、高台坏1点（5）、須恵器坏3点（6～8）

である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ類の底部回転糸切り無調整のもので底径／口径比は 1：0.47～

0.60（平均0.53）である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

須恵器坏は6・8がⅡａ類、7がⅠａ類で、底径／口径比は1：0.42～0.52(平均0.48)である。7・8

については焼成不良のため、灰白色や浅黄色を呈している。胎土には砂粒を少量含む｡ 

・ＳＫ1218土壙出土土器（第74図②‐1～9） 

ＳＫ1218はＳＤ1020Ｂ溝跡によって壊されている土壙で、堆積土は7層に細分される自然堆積土で

ある。遺物は各層から出土しており、遺物の一括性は希薄である｡ 
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土師器と須恵器からなり、坏類では土師器と須恵器が50％ずつ含まれている。 

図示したものは11点あり、内訳は土師器坏3点（1～3）、2点（4・5）、須恵器坏3点（6～8）、

高台坏1点（9）、蓋1点（10）、甕1点（11）である｡ 

土師器の坏・埦にはＡ・Ｂ類の両方があり、このうちＢ類については底部から体部下端にかけて手

持ちヘラケズリ調整が施されているものが多く、3 のように回転糸切り無調整のものもみられる。坏

の底径／口径比は2が1：0.64、3が1：0.43である。1はＡⅡ類に属し､口径13.5cm、高さ4.2cmの

やや丸底を呈する坏である。内面の調整はヘラミガキ後、黒色処理、外面はヨコナデ後、ヘラケズリ

調整が施されている｡ 

須恵器坏はⅠａ類が主体を占め､ヘラ切り無調整のものが多い。底径／口径比は 1：0.63～0.66 で

ある｡ 

・ＳＫ2009土壙出土土器（第75図①‐1～14） 

ＳＫ2009 はＳＢ2035 掘立柱建物跡を壊して掘り込まれた土壙である。堆積土は 1 層で人為的埋土

である｡ 

土師器、須恵器、緑釉陶器からなり、坏類では土師器が全体の67％を占める。 

図示したものは14点あり、内訳は土師器坏8点（1～8）、高台皿1点（9）、甕2点（13・14）、

須恵器坏1点（10）、高台坏1点（11）、緑釉陶器埦1点（12）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ類を主体として、他にＢⅠａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ類があり、底径／口径比は1：0.42

～0.60（平均0.49）である。底部の切り離しおよび調整は回転ヘラケズリ調整が施されるものと回転

糸切り無調整のものが多くみられ、底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い。7 の土師器高

台皿はⅡ類で高さ約1.0cmの高台が付く。土師器甕は13が口径7.5cm、高さ5.7cmのミニチュアの甕

で器形はＢⅡ類に属し、体部下半にヘラケズリ調整が施されている。14はＢⅡｂ類に属し、ロクロ調

整後再調整は施されていない｡ 

須恵器坏はⅠａ類の底部ヘラ切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.51である。 

緑釉陶器は釉調や胎土から洛北産のものと考えられる、口縁部を残すのみで器形等の詳細は不明で

ある｡ 

・ＳＫ2019土壙出土土器（第76図1～23） 

ＳＫ2019は堆積土が5層に細分され、第1層が人為的埋土、第2～5層は自然堆積層である。遺物

の殆どは第1層から出土している｡ 

土師器、須恵器、灰・緑釉陶器からなり、坏類では土師器が全体の78％を占める。 

図示したものは23点あり、内訳は土師器坏16点(1～16)、高台皿2点（17･18）、須恵器坏1点(19)、

緑釉陶器埦2点（20・21）、灰釉陶器皿1点（22）、灰釉陶器平瓶1点（23）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ類を主体として、他にＢⅠａ・ＢⅠｂ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ・ＢⅡｅ類があり多様で

ある。底径／口径比は1：0.38～0.57(平均0.49)である。底部の切り離しおよび調整は回転ヘラケズ

リ調整が施されるものから回転糸切り無調整のものまで大きく偏ることなく認められる。底部内面の

調整は放射状のヘラミガキ調整が多い。11には口縁を打ち欠いた部分に受熱痕が認められる。17・18 
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の土師器高台皿はともにⅡ類で高さ2.5cm前後の高い高台が付く｡ 

須恵器坏はⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は1：0.46である｡ 

緑釉陶器は20が洛北産､21 が洛西産､灰釉陶器は22が猿投窯黒笹14号窯式､23 が東濃窯のもので

ある｡ 

・ＳＤ1020Ａ溝跡出土土器（第79図1～20） 

土師器、須恵器からなり、坏類では須恵器が全体の75％を占める｡ 

図示したものは22点あり、内訳は土師器坏4点（1～4）、須恵器坏12点（5～16）、高台坏3点

（17～19）､蓋1点（20）である。これらはＳＤ1020Ｂが流路を変えたことにより、壊されずに残った

溝の南側からまとまって出土したものである｡ 

須恵器坏はⅠａ類を主体にして、他にⅡａ・Ⅱｂ・Ⅱｄ類があり、底部ヘラ切り無調整のものが多

い。底径／口径比は1：0.39～0.70(平均0.58)で、器壁はやや厚手のものが主である。須恵器高台坏

は17･19ともに坏部の器形はⅠａ類に属し、口径は前者が14.8、後者が15.4cmである。高台は17が

高さ約1cm、19は高さ約2cmの高台が付く｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｄ類で底径／口径比は1：0.44～0.62(平均0.52)である。底部や

体部下端に回転ヘラケズリや手持ちヘラケズリ調整が施されたものが多く、底部内面の調整は一定方

向のヘラミガキ調整が多い｡ 

・ＳＤ1020Ｃ-1～3層出土土器（第82図1～22） 

ＳＤ1020Ｂ溝跡の堆積土のほぼ中位には灰白色火山灰の一次堆積層が認められる。前述のようにＣ

溝跡はＢ溝跡を壊して掘り込まれており、灰白色火山脈降下後に掘り込まれた溝跡であることがわか

る。溝の堆積土第1～3層が溝廃絶後に堆積した基本層位Ⅱ層に相当する黒～黒褐色土で、以下では第

1～3層出土の土器について説明する｡ 

土師器、赤焼土器、灰・緑釉陶器からなり、赤焼土器は全体の10％程度であるが、土師器や須恵器

は殆ど小破片である｡ 

図示したものは22点で、内訳は土師器坏1点(1)、高台埦1点（2）、赤焼き土器坏12点（3～12・

14・15）、高台埦2点（16・17）、高台皿1点（13）、灰釉陶器埦3点(18～20)、緑釉陶器2点(21・

22)である｡ 

遺物は主に2条の溝合流後、南北方向に延びる地点から出土したものである｡ 

土師器は1の坏がＢⅡｄ類で、口径が11.7cmの小形坏である。2の高台埦はⅠ類に属し、器高7.3cm

のいわゆる深埦である。内外面にヘラミガキ調整が施されており、高さ0.5cm以下の低い高台がつく。 

赤焼土器坏はＡⅡａ・ＡⅡｄ・ＢⅡａ・ＢⅡｄ類があり、底径／口径比はＡ類が1：0.34～0.46(平

均0.42)、Ｂ類が1：0.37～0.43（平均0.40）である。6を除き底部回転糸切り無調整で、6の底部に

は手持ちヘラケズリ調整が施されている。内面は高台埦も含め、すべて平滑に仕上げられており、胎

土は砂粒をあまり含まない緻密なものが多い｡ 

灰釉陶器はすべて猿投産で、緑釉陶器は18が洛西産の椀、22が洛北産の手付瓶である｡ 
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また、Ｃ溝跡にはＳＫ1021土壙がともない、土壙廃絶後にはＣ溝跡と同じく基本層位Ⅱ層に相当す

る黒～黒褐色土が堆積している。この層からは主にＡ類の赤焼土器坏・皿が出土している｡ 

・ＳＤ1230・1240溝跡出土土器（第86図1～20） 

ＳＤ1230･1240は､ＳＸ1250道路跡やＳＸ1250廃絶後に構築されたＳＡ1402材木塀を壊して掘り込

まれた溝跡で、堆積土は基本層位Ⅱ層起源の黒色土である｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなる｡ 

図示したものは合わせて 21 点あり、内訳は土師器坏 4 点（1・8～10）、高台坏 1 点（11）、甕 2

点（2・12）、須恵器坏1点（3）、赤焼土器坏7点（6・7・17～21）、皿4点（4・5・13・14）、高

台皿2点（15・16）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ類で、中には8のように口径12cm台の小振りなものもあり、底径／口径比は1：0.36

～0.43（平均0.39）である。底部の切り離しおよび調整は、9にのみ手持ちヘラケズリ調整が施され

ており、それ以外は底部回転糸切り無調整である。底部内面の調整は殆ど放射状のヘラミガキ調整で

ある。土師器高台坏はⅡｄ類で高さ約0.5cmの低い高台が付く｡ 

赤焼土器坏はＡⅡａ・ＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｄ類があり、底部回転糸切り無調整のものである。底

径／口径比はＡ類の17が1：0.42､19が1：0.38で､Ｂ類は1：0.38～0.43(平均0.40)である。内面は

すべて平滑に仕上げられている。赤焼土器皿は高台皿も含め、すべてＡ類でⅠ・Ⅱ類の両方がある。4

には内面にヘラミガキ調整が施されている。胎土は坏・皿ともに砂粒を少量含んでおり、緻密なもの

は少ない。 

 

[南2西1区] 

・ＳＥ1606井戸跡出土土器（第90図③‐1～15） 

ＳＥ1606は井戸枠を抜き取られ廃絶した井戸跡である。遺物は抜取り穴や枠内堆積土から出土して

いるが、枠内堆積土の出土遺物に比較的残りの良いものが多い｡ 

土師器、須恵器坏、赤焼土器からなり、坏類の構成割合は土師器37％、須恵器34％、赤焼土器29％

である｡ 

図示したものは15点あり、そのうち13点が枠内堆積土から出土したものであり、ここではそれら

を中心に説明する。内訳は土師器坏4点（3～6）、高台坏1点（7）、須恵器坏1点（8）、長頚壺1

点（9）、赤焼土器坏4点（10～13）、高台坏1点(15)、高台皿1点(14)である。法量をみると土師器

坏は口径12.9～13.3cm、須恵器坏は口径13.8cm、赤焼土器坏は口径12.1～13.2cmといずれもやや小

振りなものが多い｡ 

土師器坏はＢⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので、底径／口径比は3が1：0.36、4が1：0.43

である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整である｡ 

須恵器坏はⅡａ類の底部回転糸切り無調整のもので底径／口径比は1：0.38､胎土は緻密で、色調は

灰白色を呈し軟質である。内外面に黒斑は認められない。須恵器長頚壺は胎土や色調から大戸窯もの

と考えられる｡ 
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赤焼土器坏はＢⅡａ・Ⅱｂ類の底部回転糸切り無調整のものである。底径／口径比は1：0.35～0.41

（平均0.38）で、内面は平滑に仕上げられている。胎土は砂粒を余り含まない緻密なものが多い｡ 

・ＳＥ3207井戸跡出土土器（第91図①‐1～9） 

ＳＥ3207は素掘り､もしくは井戸枠を抜取られたと考えられる井戸跡で、堆積土は13層に細分され､

主に砂混じりの黒～黒褐色土が自然堆積している。これらの堆積土については、直接のつながりは確

認できないものの、土色や土性などが近似する基本層位Ⅱ層起源のものと考えられる｡ 

図示したものは9 点あり、すべて赤焼土器である。内訳は皿3 点（1～3）、高台坏 4 点（6～9）、

高台皿2点（4・5）である。土師器や須恵器については底部破片集計をみても少量であり、小破片の

みのため図示できるものはない｡ 

赤焼き土器皿はＡⅠ類の口径10cm以下のもので、底径／口径比は､1が1：0.47、2が1：0.43であ

る。8・9の高台坏は坏部が皿状を呈しており、口径はともに15cm 前後で高さ約1cmの高台が付く。

胎土は砂粒をあまり含まない緻密なものである。4の高台皿はＡⅠ類で底部を穿孔されている。また、

5のように柱状高台の破片も出土しており、底部はロクロによって軽くナデられている。胎土は4・5

とも砂粒をやや多めに含んでいる｡ 

・ＳＡ1609材木塀跡出土土器（第92図②‐1～9） 

ＳＡ1609はＳＦ3627Ａ小溝状遺構群を壊して掘り込まれており、その後抜き取られ、人為的に埋め

戻されている｡ 

土師器と須恵器があり、坏類では須恵器が全体の70％を占める｡ 

図示したものは9点あり、すべて埋め戻された抜き取り溝から出土したものである。内訳は土師器

坏2点（1・2）、甕1点（3）、須恵器坏6点（4～9）である｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ・Ⅱｂ類があり、口径は4が10.8cm、9が16.6cmで、その他は13.0～13.6cm

である。底径／口径比は1：0.48～0.65（平均0.53）で、器高は8のように器高／口径比0.37と深い

ものもみられる。底部ヘラ切り無調整のものや手持ちヘラケズリ調整を施すものが多い｡ 

土師器坏は1がＢⅠａ類、2がＢⅡａ類で、底径／口径比は1が1：0.57、2が1：0.44である。1

には底部や体部下端に回転ヘラケズリ調整、2 には手持ちヘラケズリ調整が施されている。底部内面

の調整は1が一定方向、2は放射状のヘラミガキ調整である｡ 

・ＳＤ1602Ｂ河川跡出土土器（第94・95図） 

ＳＤ1602は調査区を東西に横断する浅い河川跡で､河川埋没後、盛土をしてＳＸ3461道路跡が構築

されている。遺物は主に河川上層の黒褐色粘質土中から出土しており、河川がある程度埋没し、やや

淀んだ状況下で廃棄されたものと推定される。また、下層には遺物はあまり含まれておらず、河川の

堆積土から出土したものではあるが、比較的まとまりのある土器群と考えられる｡ 

土師器、須恵器からなり、坏類では土師器が全体の82％を占める｡ 

図示したものは合計27点あり、内訳は土師器坏17点(1～16・18)、高台坏1点（18）、須恵器坏6

点（17・20～24）、壺1点（25）、甕2点（26・27）である｡ 

 37



土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ・ＢⅡｄ・ＢⅡｅ類があり、底径／口径比は1：0.38～0.59（平

均0.48）である。底部の切り離しおよび調整は、回転糸切り無調整と手持ちヘラケズリ調整が施され

ているものが多い。底部内面の調整は、放射状のヘラミガキ調整が主体である｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類の底部ヘラ切り無調整や回転糸切り無調整が多く、手持ちヘラケズリ調整

が施されるものもある。底径／口径比は1：0.44～0.59（平均0.54）である。25の壺については胎土

の特徴から大戸窯のものと考えられる｡ 

・ＳＤ2000河川跡出土土器（第96～112図） 

ＳＤ2000 は調査区を南北に縦断する河川跡である。堆積土は12層に細分され、第5層が灰白色火

山灰層である｡ 

図示したものは合計 348 点あり、土師器､須恵器､赤焼土器､緑・灰釉陶器からなる。底部破片数で

みると1層4点、2層133点、3層162点、4層342点、6層27点、7層29点、9層609点､9層91点､

10層832点､11層207､12層165点が出土しており､特に8・10層からの出土量が多い。但し､各層で土

器の種類毎の割合や調整技法をみると、下層の遺物を多量に含んだ様相を呈しており、出土量は多い

ものの土器の一括性はやや希薄な土器群であるといえよう｡ 

以下、出土量の多い2・3・4・8・10・11・12層について説明する｡ 

12層（第96図）：土師器、須恵器からなり、須恵器が69％を占める｡ 

図示したものは25点で内訳は土師器坏6点（1～6）､甕 1点（7）､須恵器坏16 点（8～23）､高台

坏1点（24）、蓋1点（25）である｡ 

土師器坏はＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠａ類あり、Ｂ類の底径／口径比は 1：0.56～0.60(平均 0.58)である。

体・底部外面の調整はＡ類がヘラケズリ調整、Ｂ類は回転ヘラケズリや手持ちヘラケズリ調整を施さ

れるものが多く、3 には更にヘラミガキ調整が施されている。Ａ類の口縁部はヨコナデ調整である。

底部内面のヘラミガキ調整は一定方向のものが主体である｡ 

須恵器坏はⅠａ類の底部ヘラ切り無調整が主体で底径／口径比は1：0.48～0.66(平均0.58)である。 

11 層(第 97～99 図)：土師器､須恵器からなり､須恵器が 70％を占める。また､土師器甕や須恵器坏

などには墨書土器が多く、全体の13％程度含まれている。 

図示したものは48点で内訳は土師器坏12点(1・2・4～13)、埦1点（3）、鉢1点（14）、甕5点

（15～19）、須恵器坏24点(20～43)、高台坏1点(44)、蓋1点(16)、壺2点(45・48)、横瓶1点(47)

である。 

土師器坏はＡⅡ類とＢⅠａ類が多く、Ｂ類の底径／口径比は1：0.47～0.60(平均0.52)である。体・

底部外面の調整はＡ類がヘラケズリ調整、Ｂ類は回転ヘラケズリや手持ちヘラケズリ調整を施される

ものが多い。Ａ類の口縁部にはヨコナデ調整が施されている。底部内面のヘラミガキ調整は一定方向

のものが主体である｡ 

須恵器坏はⅠａ類の底部ヘラ切り無調整が主体で底径／口径比は1：0.48～0.66(平均0.59)である。 

10層(第100～103図)：土師器､須恵器からなり､土師器と須恵器が約50％ずつ含まれている。また、

土師器甕や須恵器坏などには墨書土器が多く、全体の11％程度含まれている｡ 
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図示したものは 83 点で、内訳は土師器坏 27 点(1～20・22・24～29)、埦 2 点(21・23)、高台皿 1

点（31）、甕13点(31～43)、須恵器坏33点(44～79)、高台坏1点(79)、高台埦2点(80・81)、壺1

点(63)である｡ 

土師器坏はＢⅠａ類が多く、底径／口径比は1：0.32～0.66(平均0.48)である。底部の切り離しお

よび調整は手持ちヘラケズリ調整を施されるものと回転糸切り無調整が多い。底部内面のヘラミガキ

調整は一定方向のものと放射状のものとがある｡ 

須恵器坏はⅠａ類の底部ヘラ切り無調整が主体で、他に回転糸切り無調整も多く含まれる。底径／

口径比は1：0.43～0.62（平均0.55）である｡ 

8層(第106・107図)：図示したものは51点で土師器､須恵器からなる。内訳は土師器坏27点(1～

27)、高台皿3点(28～30)、甕3点(31･33･35)、鉢2点(32･34)、須恵器坏13点(36～48)、蓋1点(50)､

長頚壺1点(49)、短頚壺1点(51)である｡ 

土師器坏はＢⅠａ・ＢⅡａ・ＢⅡｂ類が多く、底径／口径比は1：0.36～0.52（平均0.47）である。

底部の切り離しおよび調整は、回転糸切り無調整と手持ちヘラケズリ調整が施されているものが多い。

底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類の底部ヘラ切り無調整や回転糸切り無調整が多く、底径／口径比は1：0.39

～0.57（平均0.46）である。51の内面や口縁部外面には漆が付着している｡ 

4層（第10図）：土師器、須恵器、赤焼土器、緑釉陶器からなり、土師器が全体の50％を占める｡ 

図示したものは38点で内訳は土師器坏11点(1～11)、甕 1点(12)、須恵器坏7点(13～19)、赤焼

土器皿1点(20)、坏14点（21～34）、高台皿2点(35・36)、高台坏1点(37)、緑釉陶器三足盤1点（38）

である｡ 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｂ類が多く、底径／口径比は1：0.38～0.53(平均0.42)である。底部の切

り離しおよび調整は回転糸切り無調整が主体であるが、破片集計をみると手持ちヘラケズリ調整が施

されているものも多く含まれている。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類の底部回転糸切り無調整が多く、底径／口径比は1：0.31～0.49(平均0.43)

である。破片集計をみるとヘラ切り無調整のものも多く含まれている。17～19については色調が灰白

色を呈し、軟質なものである｡ 

赤焼土器坏は口径が12cm未満のＡ類が主体で、器形はⅡａ･Ⅱｂ類が多い。内面は皿等も含めて平

滑に仕上げられており、胎土は砂粒をあまり含まない緻密なものが多い｡ 

3層（第111図）：土師器、須恵器、赤焼土器からなり、土師器が全体の53％を占める｡ 

図示したものは14点で、内訳は土師器坏3点（1～3）、甕2点（4・5）、須恵器坏4点（6～9）、

赤焼土器坏3点（10～12）、皿1点（13）、高台皿1点（14）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ類が多く､1の底径／口径比は1：0.42である。底部の切り離しおよび調整は回転

糸切り無調整が主体である。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

須恵器坏は6がⅡａ類の底部回転糸切り無調整で、底径／口径比が1：0.49である。破片集計をみ

るとヘラ切り無調整のものも多く含まれている｡ 
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赤焼土器坏は10がＢⅡａ類､11がＢⅡｄ類､12がＡⅡａ類に属し､内面は平滑に仕上げられている｡

胎土は緻密である｡ 

2 層(第 112図 1～20)：土師器、須恵器、赤焼土器、灰釉陶器からなり、土師器が全体の47％を占

める｡ 

図示したものは20点で、内訳は土師器坏4点（1～4）、高台皿2点（5・6）、甕2点（7・8）、

須恵器坏5点(9～13)、蓋1点（14）、赤焼土器坏3点（15～17）、高台坏1点（19）、高台皿1点（18）、

灰釉陶器埦1点（20）である｡ 

土師器坏はＢⅡａ・ＢⅡｅ類が多く、底径／口径比は1：0.36～0.43(平均0.40)である。底部の切

り離しおよび調整は回転糸切り無調整が主体であるが、破片集計をみると手持ちヘラケズリ調整が施

されているものも多く含まれている。底部内面の調整は放射状のヘラミガキ調整が多い｡ 

5の高台皿の底部外面には菊花状調整痕が認められる｡ 

須恵器坏はⅠａ・Ⅱａ類が多く、底部の切り離しおよび調整はヘラ切り無調整と回転糸切り無調整

のものがある。底径／口径比は1：0.31～0.49(平均0.43)である。11～13については色調が灰白色を

呈し、軟質なものである｡ 

赤焼土器坏は口径がすべて12cm以下で､15がＢⅡａ類､16・17がＡⅡａ類に属する。内面は平滑に

仕上げられており、17の外面にはヘラミガキ調整が施されている。胎土は砂粒をあまり含まない緻密

なものである｡ 

 40



 

 41



 

 42



 

 43



 

 44



 

 45



 

 46



 

 47



 

 48



 

 49



 

 50



 

 51



 

 52



 

 53



 

 54



 

 55



 

 56



 

 57



 

 58



 

 59



 

 60



 

 61



 

 

 62



 

 63



 

 

 64



 

 65



 

 66



 

 67



 

 68



 

 69



 

 70



 

 71



 

 72



 

 73



 

 74



 

 75



 

 76



 

 77



 

 78



 

 79



 

 80



 

 81



 

 82



 

 83



 

 84



 

 85



 

 86


